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03037 2月8日 曇 稍重 （27東京1）第4日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

816 クラウンジューン 牡3鹿 56 後藤 浩輝�クラウン 田中 剛 日高 クラウン日高牧場 466－ 41：27．6 14．1�
713 ポ ン ト ス 牡3鹿 56 大庭 和弥�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B456＋ 2 〃 アタマ 244．4�
510 マ ゼ ン タ 牡3鹿 56 三浦 皇成増田 和啓氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 450＋121：27．81� 9．9�
36 トミケンシャルゴー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也冨樫 賢二氏 和田正一郎 日高 豊洋牧場 508＋ 8 〃 ハナ 37．7�
24 ル パ ン 牡3栗 56 武士沢友治宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 454± 01：27．9� 82．8	
59 トミケンモヴェール 牡3栗 56 菱田 裕二冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 456± 01：28．11 16．2

815 ゼ ト ス 牡3青鹿56 横山 典弘杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 470＋ 61：28．2� 2．4�
612 レサンシエル 牡3鹿 56 蛯名 正義林 正道氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 506＋ 61：28．3� 7．1�
35 カジノゲーム 牡3黒鹿56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 飛野牧場 442＋ 61：28．4クビ 23．0
12 ユニコーンスター 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新ひだか 聖心台牧場 450± 01：28．71� 38．6�
11 フランクジョイ 牡3芦 56

53 ▲井上 敏樹坂本 万夫氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 494＋12 〃 クビ 142．8�
48 モンサンナシーラ 牡3栗 56 内田 博幸山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 伊藤 敏明 508＋ 2 〃 ハナ 5．2�
23 アポロフリューゲル 牡3栗 56 江田 照男アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新ひだか へいはた牧場 466＋101：28．9� 43．0�
47 シベリアンマッシブ 牡3黒鹿56 北村 宏司藤田 在子氏 矢野 英一 新ひだか 木田牧場 B464± 01：29．11� 13．2�
714 ジュンアカネ 牝3黒鹿54 柴山 雄一河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：29．73� 67．7�
611 シュートオフ 牡3鹿 56 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 様似 スイートフアーム 488＋ 21：30．55 23．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，861，200円 複勝： 40，624，600円 枠連： 19，035，700円
馬連： 66，660，500円 馬単： 39，075，000円 ワイド： 36，642，500円
3連複： 86，058，000円 3連単： 114，723，200円 計： 426，680，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 440円 � 5，810円 � 410円 枠 連（7－8） 5，250円

馬 連 �� 152，840円 馬 単 �� 200，720円

ワ イ ド �� 37，790円 �� 4，100円 �� 34，600円

3 連 複 ��� 827，480円 3 連 単 ��� 7，561，300円

票 数

単勝票数 計 238612 的中 � 13488（6番人気）
複勝票数 計 406246 的中 � 25386（5番人気）� 1632（16番人気）� 28352（4番人気）
枠連票数 計 190357 的中 （7－8） 2805（15番人気）
馬連票数 計 666605 的中 �� 338（104番人気）
馬単票数 計 390750 的中 �� 146（178番人気）
ワイド票数 計 366425 的中 �� 249（105番人気）�� 2332（39番人気）�� 272（103番人気）
3連複票数 計 860580 的中 ��� 78（439番人気）
3連単票数 計1147232 的中 ��� 11（2822番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．3―12．8―12．5―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．5―49．3―1：01．8―1：14．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F38．3
3 2（8，13，16）15（1，6，7，10，9）5（3，14）12，11，4 4 2（8，13）（1，16）（6，7，15）（10，9）（3，5）－12（4，14）－11

勝馬の
紹 介

クラウンジューン �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．1．17 中山2着

2012．6．16生 牡3鹿 母 チ ャ ッ プ 母母 セ ナ リ オ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アルテエゴ号・ナンゴクオージ号・ホッカイブラザーズ号

03038 2月8日 曇 稍重 （27東京1）第4日 第2競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

611 ドラゴンパイロ 牡3青鹿56 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 浦河 �川 啓一 528－ 22：16．8 2．3�
35 ヴィンテージドール 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 勝己氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B502－ 22：17．54 22．6�
510 ジャジャンケン 牡3黒鹿56 松岡 正海スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 神垣 道弘 500＋ 42：18．24 13．8�
23 ロードトリニティ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 472± 02：18．41 16．8�
612 ハッスルカフェ 牡3黒鹿56 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 新ひだか 千代田牧場 486＋ 4 〃 クビ 38．7�
12 パ ヴ ォ ー ネ 牡3黒鹿56 後藤 浩輝 	サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 528± 02：18．72 3．8

713 カノンブルー 牝3鹿 54 菱田 裕二 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 432－ 42：19．02 28．7�
59 ダイメイエンパイア 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 474＋ 22：19．1クビ 126．0�
816 マスタープラマー 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 454± 02：19．2� 192．1
48 ニシノインシュアラ 牡3鹿 56 北村 宏司西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 川上牧場 472－ 62：19．3� 6．5�
36 オープンマーケット 牡3黒鹿56 横山 和生島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 478－ 22：19．5� 242．6�
714 ファストクリス 牝3鹿 54 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 B436＋ 62：19．6� 259．3�
47 ナカヤマレジェンド 牡3黒鹿56 大野 拓弥和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 B474－ 42：21．5大差 52．6�
815 ジ ョ コ ー ソ 牡3芦 56 江田 照男伊達 敏明氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 470＋ 22：21．6クビ 29．7�
24 コスモアルドラ 牡3鹿 56 F．ベリー 岡田 繁幸氏 水野 貴広 浦河 帰山 清貴 532－ 22：22．02� 10．1�

（愛）

（15頭）
11 バーストハンター 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人村上 稔氏 伊藤 伸一 浦河 高昭牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，171，400円 複勝： 30，704，800円 枠連： 15，488，100円
馬連： 56，268，100円 馬単： 32，961，900円 ワイド： 28，765，800円
3連複： 67，646，300円 3連単： 99，020，700円 計： 353，027，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 440円 � 270円 枠 連（3－6） 2，190円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 600円 �� 630円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 25，270円

票 数

単勝票数 計 221714 的中 � 76125（1番人気）
複勝票数 計 307048 的中 � 85347（1番人気）� 13421（7番人気）� 24753（4番人気）
枠連票数 計 154881 的中 （3－6） 5465（10番人気）
馬連票数 計 562681 的中 �� 21071（8番人気）
馬単票数 計 329619 的中 �� 7983（10番人気）
ワイド票数 計 287658 的中 �� 12721（5番人気）�� 12138（6番人気）�� 2235（29番人気）
3連複票数 計 676463 的中 ��� 8231（18番人気）
3連単票数 計 990207 的中 ��� 2840（71番人気）

ハロンタイム 7．4―11．9―13．1―13．3―13．4―13．7―13．7―13．5―12．5―11．9―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．4―19．3―32．4―45．7―59．1―1：12．8―1：26．5―1：40．0―1：52．5―2：04．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F36．8
1
3
2，5（6，10）（9，13，12）11（8，15）（7，14）（3，4，16）・（2，5）10（6，9，12）（13，8）（11，16，15）（3，7，4）14

2
4
2，5（6，9，10）12，13（11，8）15（3，7）16（14，4）・（2，5，10，12）8（6，9，13）11，3，16（7，4，15）14

勝馬の
紹 介

ドラゴンパイロ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Gone West デビュー 2014．6．28 東京10着

2012．5．11生 牡3青鹿 母 ク ィ リ ー 母母 Baya 11戦1勝 賞金 11，050，000円
〔出走取消〕 バーストハンター号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヴァペンシエロ号・マイネルプレアデス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 東京競馬 第４日



03039 2月8日 曇 稍重 （27東京1）第4日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

510 カズノネネヒメ 牝3鹿 54 田辺 裕信鈴木 可一氏 小西 一男 浦河 谷川牧場 428± 01：39．8 4．9�
59 ロックキャンディ 牝3黒鹿54 柴山 雄一�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 470－ 81：39．9� 2．7�
714 ヴィルフランシュ 牝3青鹿54 江田 照男 �シルクレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム B434－ 41：40．0クビ 24．6�
815 ジョリーアップ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 浦河 大島牧場 476－ 21：40．31� 23．6�

36 レインボーシャワー 牝3鹿 54 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 勢司 和浩 日高 日高大洋牧場 506＋181：40．4クビ 10．8	

35 プリンセスロック 牝3鹿 54 C．デムーロ 吉田 和美氏 大和田 成 浦河 浦河育成牧場 458＋101：40．61� 6．6

（仏）

24 モアアピール 牝3芦 54 岩田 康誠根本 忠義氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：40．81� 4．5�
48 スノーグース 牝3芦 54 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：41．12 37．6�
47 サリーシャッセ 牝3栗 54 横山 和生黒須不二男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 木村 秀則 496＋ 41：41．3� 460．6
713 オベストルシャトウ 牝3黒鹿54 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 390－101：41．61� 120．6�
816 ナロウゲート 牝3栗 54 松岡 正海八百板俊一郎氏 星野 忍 浦河 丸幸小林牧場 460＋ 61：41．81 228．0�
611 ニシノリコルディ 牝3鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 418－ 41：42．22� 49．7�
11 パーソナルベスト 牝3鹿 54 柴田 大知�酒井牧場 木村 哲也 浦河 酒井牧場 424－161：43．47 46．8�
612 ジ ー ニ ア ル 牝3鹿 54 平野 優水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 B458＋ 21：44．25 33．6�
12 タケデンタップ 牝3青鹿54 嘉藤 貴行武市 進吾氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 418－121：44．3クビ 68．1�
23 ヴァングローリアス 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹日下部勝德氏 伊藤 伸一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 436－ 41：44．4� 401．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，143，400円 複勝： 39，999，800円 枠連： 20，454，500円
馬連： 64，621，700円 馬単： 37，638，300円 ワイド： 34，454，900円
3連複： 77，529，200円 3連単： 112，096，500円 計： 412，938，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 140円 � 560円 枠 連（5－5） 670円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，800円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 24，340円

票 数

単勝票数 計 261434 的中 � 42605（3番人気）
複勝票数 計 399998 的中 � 69758（3番人気）� 90718（1番人気）� 12426（9番人気）
枠連票数 計 204545 的中 （5－5） 23354（3番人気）
馬連票数 計 646217 的中 �� 72405（2番人気）
馬単票数 計 376383 的中 �� 16660（4番人気）
ワイド票数 計 344549 的中 �� 39180（1番人気）�� 4398（21番人気）�� 6822（13番人気）
3連複票数 計 775292 的中 ��� 11622（13番人気）
3連単票数 計1120965 的中 ��� 3338（60番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―13．0―13．3―12．7―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．5―48．5―1：01．8―1：14．5―1：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F38．0
3 ・（2，4，14）（3，5，15）（7，9，10）（1，8，11，12）6，13，16 4 ・（2，4，14）（5，15）（3，9，10）7（8，11）（1，6，13，12）16
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

カズノネネヒメ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2014．10．25 東京4着

2012．5．1生 牝3鹿 母 マスカラーダ 母母 マジョリック 5戦1勝 賞金 9，350，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アテイン号・グラスエンプレス号・スペシャルガール号・デルマオトミサン号・トキメキグレース号・

ナンヨーチーク号・ヒメノエルフ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03040 2月8日 小雨 良 （27東京1）第4日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

59 サ ザ ナ ミ 牝3鹿 54 福永 祐一 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 404＋ 81：23．7 6．1�
713 トリノレージョ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－ 2 〃 クビ 14．8�
36 エクストラペトル 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434－101：23．8� 3．7�

612 トーセンコスモ 牡3青 56
53 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 468＋ 2 〃 アタマ 19．0	
816 サウザンリーブス 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ビクトリーホースランチ 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 442＋ 21：24．01� 13．1

815 プルガステル 牡3青鹿56 F．ベリー �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：24．21� 3．5�

（愛）

35 プラチナムスタング 牝3芦 54 横山 和生竹森 幹雄氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 470＋ 61：24．3� 33．4�
510 アップセッター 牡3栃栗56 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 444＋ 81：24．51� 14．2
714 アウトリーチ 牡3黒鹿56 大庭 和弥石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 オリエント牧場 460＋141：24．82 84．6�
48 アイスブラッサム 牝3栗 54 田辺 裕信今中 俊平氏 黒岩 陽一 浦河 バンブー牧場 412－ 21：24．9	 62．8�
11 タカラレジェンド 牡3鹿 56 柴山 雄一村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 488＋301：25．21� 64．3�
611 リュウノースジョイ 牝3鹿 54 蛯名 正義�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 450± 01：25．41� 6．6�
47 コスモタタン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 棚川 光男 462＋ 41：25．82	 226．6�
23 ケージーマドンナ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行川井 五郎氏 武市 康男 新ひだか 松本牧場 426－ 2 〃 アタマ 406．3�
24 タケショウビクター 牡3黒鹿56 石橋 脩�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 496＋181：26．43	 23．2�
12 カシノポッケ 
3鹿 56 村田 一誠柏木 務氏 二本柳俊一 日高 坂 牧場 436－ 21：26．82	 388．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，005，400円 複勝： 43，608，600円 枠連： 20，269，800円
馬連： 67，832，900円 馬単： 36，429，200円 ワイド： 35，606，700円
3連複： 81，509，200円 3連単： 110，278，900円 計： 424，540，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 380円 � 170円 枠 連（5－7） 2，300円

馬 連 �� 3，880円 馬 単 �� 6，270円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 520円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 30，720円

票 数

単勝票数 計 290054 的中 � 37912（3番人気）
複勝票数 計 436086 的中 � 55789（4番人気）� 24218（7番人気）� 76272（1番人気）
枠連票数 計 202698 的中 （5－7） 6816（9番人気）
馬連票数 計 678329 的中 �� 13532（16番人気）
馬単票数 計 364292 的中 �� 4354（24番人気）
ワイド票数 計 356067 的中 �� 7108（17番人気）�� 18518（4番人気）�� 8038（11番人気）
3連複票数 計 815092 的中 ��� 12288（14番人気）
3連単票数 計1102789 的中 ��� 2602（89番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．0―12．4―12．0―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．9―48．3―1：00．3―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．4
3 ・（2，8）（4，14）（5，11）6（3，9，12）（7，13）（10，16）15－1 4 2（4，8）－（5，14）（11，12）（3，6，9）（7，13）（10，16）15，1

勝馬の
紹 介

サ ザ ナ ミ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Peintre Celebre デビュー 2014．8．3 新潟4着

2012．2．20生 牝3鹿 母 クーデンビーチ 母母 Joyful 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 タカラレジェンド号の調教師伊藤正徳は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ケイツーノート号
（非抽選馬） 3頭 シーキングザライト号・ダイワズットラブ号・フクノグローリア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03041 2月8日 雨 良 （27東京1）第4日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

11 ディープジュエリー 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 494 ―1：52．0 2．5�
36 コンチャフラメンカ 牝3黒鹿54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 新冠 パカパカ
ファーム 438 ―1：52．1� 9．9�

47 ジャストザルーチェ 牝3黒鹿54 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 472 ―1：52．42 14．8�

611 ラックアサイン 牝3鹿 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 470 ―1：52．5クビ 11．9�
713 マ イ ヒ レ ン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也井上 一郎氏 矢野 英一 浦河 三嶋牧場 408 ― 〃 アタマ 15．3	
24 キングギムレット 牡3黒鹿56 田中 勝春 IHR 菊川 正達 浦河 カナイシスタッド 448 ―1：52．6� 65．2

714 ベストエビデンス 牝3栗 54 吉田 豊大塚 亮一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 428 ―1：52．81� 14．6�
815 スプリングアース 牡3鹿 56 F．ベリー 加藤 春夫氏 堀 宣行 浦河 辻 牧場 450 ―1：52．9クビ 22．2�

（愛）

510 ネオアルカディア 牡3青鹿 56
53 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 494 ―1：53．11� 81．9

12 ルールブルー 牝3青鹿54 伊藤 工真岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 434 ― 〃 クビ 73．4�
23 ル レ イ ヴ 牡3黒鹿56 田辺 裕信山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 488 ―1：53．2クビ 3．3�
816 ミエノキティ 牝3鹿 54 三浦 皇成里見美惠子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 416 ―1：53．73 41．4�
612 ロドリゴユッキ 牡3鹿 56 的場 勇人チームユッキレーシング 高市 圭二 新ひだか 筒井 征文 480 ―1：54．23 93．3�
48 ファミリーズオナー 牝3栗 54 木幡 初広岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 白瀬 盛雄 464 ―1：54．3� 42．7�
59 アストンブラック 牡3黒鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新冠 村上牧場 500 ―1：54．93� 34．7�
35 リングシュトラーセ 牝3栗 54 嘉藤 貴行下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 418 ― （競走中止） 239．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，964，700円 複勝： 33，424，500円 枠連： 20，284，500円
馬連： 65，509，800円 馬単： 37，151，500円 ワイド： 31，945，700円
3連複： 73，721，600円 3連単： 108，169，500円 計： 399，171，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 260円 � 280円 枠 連（1－3） 1，510円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 610円 �� 660円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 19，230円

票 数

単勝票数 計 289647 的中 � 90847（1番人気）
複勝票数 計 334245 的中 � 75406（2番人気）� 29170（3番人気）� 26051（4番人気）
枠連票数 計 202845 的中 （1－3） 10343（5番人気）
馬連票数 計 655098 的中 �� 33295（2番人気）
馬単票数 計 371515 的中 �� 13006（3番人気）
ワイド票数 計 319457 的中 �� 13933（2番人気）�� 12588（3番人気）�� 4477（20番人気）
3連複票数 計 737216 的中 ��� 10139（11番人気）
3連単票数 計1081695 的中 ��� 4077（37番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．8―13．2―13．4―13．1―11．9―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．2―50．4―1：03．8―1：16．9―1：28．8―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．1

3 2（7，10）6（11，16）（4，13）12（1，14）（8，3，15）＝9
2
4
2（6，7，10，16）13（4，11，12）（1，14）15（3，8）＝5＝9
2，7（6，10）（11，16）（4，1，13）12（8，14）3，15＝9

勝馬の
紹 介

ディープジュエリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

2012．5．16生 牝3鹿 母 ジュエルオブザナイト 母母 Jeweled Lady 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 アストンブラック号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 リングシュトラーセ号は，競走中に疾病〔左寛骨複骨折〕を発症し，3コーナー手前で転倒したため競走中止。
〔調教再審査〕 アストンブラック号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 アキトジュピター号・アフェクトダンサー号・アリビアール号・グレーターロンドン号・クールエイジア号・

ジュモートリステ号・トウカイエンプレス号・トーセンブルース号・トーセンレイザー号・フォアーナインジー号・
プチテアートル号・プレツィオーゼ号・ポップスキャット号・ボンヌヴェル号・ルールザユニバース号・
レッドカノーヴァ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03042 2月8日 雨 稍重 （27東京1）第4日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時00分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

816 クロムレック 牡5栗 57 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 538＋ 81：25．9 2．2�
611 ジョブックガーター 牡5青 57 木幡 初広�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 466＋101：26．11� 80．3�
59 サプライズライン 牝4芦 55 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 436＋ 4 〃 クビ 24．4�
815 モリトハリウッド 牡4鹿 57 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B510－ 21：26．42 38．0�
713 ドラゴンビューティ 牡5鹿 57 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 514－ 2 〃 ハナ 23．0	
47 	
 ツインプラネット 牡5鹿 57 蛯名 正義窪田 康志氏 中川 公成 米

Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

520－ 61：26．61 5．4

714 アポロオオジャ 牡4栗 57

54 ▲石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 森永 睦夫 452＋ 4 〃 クビ 193．0�
12 	 トゥールモンド �5栗 57 松岡 正海 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren 474＋221：26．81� 64．8�
23 
 パトロクロス 牡5栗 57 F．ベリー 村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 470± 0 〃 ハナ 96．0

（愛）

48 オニノシタブル 牡4栗 57 北村 宏司青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B472＋ 61：27．01� 12．5�
36 	 トルセドール 牡4鹿 57 C．デムーロ 窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. B480＋ 6 〃 ハナ 4．2�
（仏）

11 ザショットアロー 牡5鹿 57
54 ▲木幡 初也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 508＋ 21：27．1クビ 26．9�

510
 ヒラボクボーノ 牡4鹿 57 菱田 裕二�平田牧場 小野 次郎 浦河 大柳ファーム 462－141：27．41� 11．1�
612 フジマサレジェンド 牡4芦 57 後藤 浩輝藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 512＋ 8 〃 クビ 103．7�
24 ウインイルソーレ 牡4鹿 57 石橋 脩�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 488－ 21：27．6� 118．3�

（15頭）
35 	 ハットシテグー 牝4黒鹿55 内田 博幸井上 一郎氏 伊藤 大士 米 Bill Justice & Dr.

Naoya Yoshida 528－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，789，500円 複勝： 45，440，300円 枠連： 24，879，700円
馬連： 76，224，500円 馬単： 38，130，200円 ワイド： 38，466，100円
3連複： 82，199，500円 3連単： 117，720，900円 計： 453，850，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 1，110円 � 390円 枠 連（6－8） 3，350円

馬 連 �� 6，260円 馬 単 �� 8，040円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 730円 �� 14，340円

3 連 複 ��� 32，390円 3 連 単 ��� 112，740円

票 数

単勝票数 差引計 307895（返還計 18500） 的中 � 111239（1番人気）
複勝票数 差引計 454403（返還計 29393） 的中 � 124231（1番人気）� 7630（10番人気）� 25222（6番人気）
枠連票数 差引計 248797（返還計 5118） 的中 （6－8） 5739（10番人気）
馬連票数 差引計 762245（返還計105591） 的中 �� 9430（18番人気）
馬単票数 差引計 381302（返還計 55345） 的中 �� 3553（25番人気）
ワイド票数 差引計 384661（返還計 55310） 的中 �� 4417（22番人気）�� 14433（5番人気）�� 661（72番人気）
3連複票数 差引計 821995（返還計194048） 的中 ��� 1903（84番人気）
3連単票数 差引計1177209（返還計289353） 的中 ��� 757（302番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．4―12．6―11．6―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．6―37．0―49．6―1：01．2―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F36．3
3 7，11（2，16）（6，14）（10，12，13）（3，8）（1，15）－9，4 4 ・（7，16）（2，11）（6，14）（10，12，13）15（3，8，1）9，4

勝馬の
紹 介

クロムレック �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Dynaformer デビュー 2012．6．10 東京4着

2010．3．29生 牡5栗 母 ル シ ル ク 母母 Queue 18戦3勝 賞金 36，050，000円
〔競走除外〕 ハットシテグー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で暴れた際，疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発

走時刻8分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ハットシテグー号は，平成27年2月9日から平成27年3月10日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ペリーホワイト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03043 2月8日 雨 稍重 （27東京1）第4日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

36 ヘヴンズチョイス 牝4青鹿55 横山 和生 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：37．4 3．7�
714� フレンドスイート 牝4鹿 55 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 440－ 21：37．61� 9．6�
47 エルシェロアスール 牝5栗 55

52 ▲井上 敏樹山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 486＋ 81：37．81 10．4�
510 ヴィータアレグリア 牝4黒鹿55 北村 宏司 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 450＋ 8 〃 ハナ 15．6�
35 ビ オ レ ン ト 牝4栗 55 大野 拓弥細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 456－ 81：38．01� 74．3�
713 マックスユーキャン 牝4栗 55 武士沢友治 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋101：38．1� 24．7	
59 プリンセスカママル 牝5鹿 55

52 ▲石川裕紀人 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 444＋141：38．52� 9．0

23 トーセンセラヴィ 牝4黒鹿55 C．デムーロ 島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 486－ 61：39．03 2．6�
（仏）

48 � ミルノワール 牝4青鹿55 柴山 雄一 グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 468－ 21：39．42� 67．0�
24 レイヨンヴェール 牝4黒鹿55 後藤 浩輝 グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 496＋ 21：39．61� 13．3�
11 エクスペリエンス 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也市川 義美氏 鹿戸 雄一 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 394＋ 21：39．91	 229．9�

611 アウレオーラ 牝5黒鹿55 吉田 豊 �シルクレーシング 大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B520－ 2 〃 アタマ 60．0�

12 パナシュドール 牝4鹿 55 田辺 裕信落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 ハナ 90．5�
816 ヤマニンミミック 牝7黒鹿55 菅原 隆一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 B492± 0 〃 アタマ 60．2�
815 デスティニーラブ 牝4黒鹿55 F．ベリー 金山 克己氏 斎藤 誠 浦河 大北牧場 444＋ 81：40．11 88．7�

（愛）

612 ラフィンテール 牝4芦 55 田中 勝春吉田 和子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 454＋ 41：40．3	 44．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，705，400円 複勝： 55，713，600円 枠連： 27，027，000円
馬連： 101，812，900円 馬単： 53，644，300円 ワイド： 51，486，300円
3連複： 118，122，500円 3連単： 175，120，000円 計： 618，632，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 260円 � 270円 枠 連（3－7） 1，550円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 670円 �� 600円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 20，830円

票 数

単勝票数 計 357054 的中 � 76276（2番人気）
複勝票数 計 557136 的中 � 118490（2番人気）� 48316（4番人気）� 47381（5番人気）
枠連票数 計 270270 的中 （3－7） 13477（6番人気）
馬連票数 計1018129 的中 �� 39311（6番人気）
馬単票数 計 536443 的中 �� 12218（8番人気）
ワイド票数 計 514863 的中 �� 19927（7番人気）�� 22363（5番人気）�� 12869（9番人気）
3連複票数 計1181225 的中 ��� 19143（12番人気）
3連単票数 計1751200 的中 ��� 6094（47番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―12．2―12．6―12．5―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．6―46．8―59．4―1：11．9―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．0
3 4（3，10）14（9，7）（1，2）6（8，12）（13，11）（5，15，16） 4 4（3，10）（9，7，14）－（1，2）6（8，13，12）（5，15）（11，16）

勝馬の
紹 介

ヘヴンズチョイス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．5．31 東京1着

2011．1．9生 牝4青鹿 母 アーティストチョイス 母母 Astorg 5戦2勝 賞金 18，513，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時35分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 カンタベリーラウス号・キービスケット号・クリアーパッション号・ハッピーセーラー号・ヒメスズラン号・

ブルーバレット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03044 2月8日 雨 稍重 （27東京1）第4日 第8競走 ��1，300�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

35 キタサンミカヅキ 牡5鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 540＋ 41：18．4 3．4�
816 デオヴォレンテ 牡6鹿 57 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 6 〃 クビ 3．9�
23 デルマネコムスメ 牝5栗 55 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 446＋ 61：18．5� 39．8�
36 スウィープアウェイ 牡4芦 57 北村 宏司藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 468＋ 81：18．6クビ 6．4�
815 プ ロ ト コ ル 牡4栗 57 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 534＋ 61：18．81� 22．9�
59 チーフアセスメント 牡4鹿 57 C．デムーロ �社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 61：18．9クビ 5．1	
（仏）

510 ファンデルワールス �6鹿 57 三浦 皇成 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 ハナ 59．9

48 エストゥペンド 牡4鹿 57 F．ベリー 平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 506＋ 4 〃 アタマ 16．8�

（愛）

24 アートフェスタ 牡4黒鹿57 江田 照男森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 512－ 2 〃 ハナ 68．4�
47 オ リ ア ー ナ 牝5青鹿55 柴山 雄一 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 506＋ 2 〃 クビ 27．1�
11 ディアゴッホ 牡4栗 57 内田 博幸ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 526± 01：19．0� 28．6�
611 タイキソレイユ 牝6黒鹿55 田中 勝春�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 450－12 〃 アタマ 36．3�
12 サンマディソン 牝4鹿 55 松岡 正海加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 454－ 21：19．21	 30．0�
714 スワンボート 牡5鹿 57 後藤 浩輝田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 474＋101：19．3� 81．1�
713 シークレットアーム 牡6鹿 57 大野 拓弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 516－ 6 〃 ハナ 162．9�
612 ネイティヴコード 牝4鹿 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B508± 01：21．5大差 22．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，326，500円 複勝： 64，121，100円 枠連： 33，073，100円
馬連： 111，400，000円 馬単： 50，969，500円 ワイド： 54，169，200円
3連複： 130，056，200円 3連単： 179，956，400円 計： 660，072，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 150円 � 790円 枠 連（3－8） 440円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，500円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 6，260円 3 連 単 ��� 23，190円

票 数

単勝票数 計 363265 的中 � 85318（1番人気）
複勝票数 計 641211 的中 � 153484（1番人気）� 124042（2番人気）� 13152（12番人気）
枠連票数 計 330731 的中 （3－8） 57969（1番人気）
馬連票数 計1114000 的中 �� 115144（1番人気）
馬単票数 計 509695 的中 �� 25798（2番人気）
ワイド票数 計 541692 的中 �� 54892（1番人気）�� 8544（15番人気）�� 5630（25番人気）
3連複票数 計1300562 的中 ��� 15573（15番人気）
3連単票数 計1799564 的中 ��� 5625（43番人気）

ハロンタイム 7．1―10．6―12．0―12．9―11．9―11．9―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―17．7―29．7―42．6―54．5―1：06．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F35．8
3 12（9，15）1（5，6）（2，8）（10，16）7（4，14）11（3，13） 4 ・（12，9）15（1，6，8）5（2，16，7）10（4，14）（3，11）13

勝馬の
紹 介

キタサンミカヅキ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．3．2 中山2着

2010．5．10生 牡5鹿 母 キタサンジュエリー 母母 キタサンコール 20戦4勝 賞金 63，740，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 キタサンミカヅキ号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヒカリブランデー号・フランチャイズ号
（非抽選馬） 2頭 フミノファルコン号・ロトラトゥール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



03045 2月8日 雨 稍重 （27東京1）第4日 第9競走 ��1，400�
は る な

春 菜 賞
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

36 � ア イ ラ イ ン 牝3黒鹿54 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 422＋ 41：23．8 7．4�
11 メジャーフォルム 牝3栗 54 江田 照男 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 448＋ 21：24．11� 4．1�
35 エクストラファイン 牝3黒鹿54 後藤 浩輝 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 クビ 20．1�
816 メイショウサワヤカ 牝3黒鹿54 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 450－101：24．2� 13．4�
12 ダイワバーチュー 牝3青鹿54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 442－ 4 〃 クビ 11．2	
24 アルマエルモ 牝3芦 54 田辺 裕信コウトミックレーシング 高橋 文雅 新冠 イワミ牧場 426＋ 61：24．41� 29．8

510 アドマイヤピンク 牝3栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 452± 01：24．5� 3．5�
612 シンラバンショウ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �グリーンファーム新開 幸一 安平 ノーザンファーム 412± 01：24．6� 11．6�
59 ラ タ ナ キ リ 牝3芦 54 松岡 正海 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 450＋101：24．7� 19．3
23 ビジューミニョン 牝3青鹿54 C．デムーロ �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 クビ 7．0�

（仏）

713 ココロノママニ 牝3黒鹿54 武士沢友治�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 428＋ 21：24．8� 52．9�
815� レッドムーン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行竹本 弘氏 谷原 義明 浦河 三嶋牧場 B422－ 41：25．01 231．3�
611 ナイアガラモンロー 牝3鹿 54 石橋 脩塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 500± 01：25．63� 37．9�
48 ヤマタケマツリ 牝3鹿 54 伊藤 工真山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 41：25．81 186．6�
714 スミレタンポポ 牝3鹿 54 木幡 初也海谷 幸司氏 金成 貴史 浦河 高野牧場 400－ 41：25．9クビ 196．1�
47 リバークルーズ 牝3栗 54 柴山 雄一 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 454＋ 21：26．0� 101．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，356，000円 複勝： 63，323，700円 枠連： 36，764，100円
馬連： 139，893，100円 馬単： 61，178，300円 ワイド： 60，333，300円
3連複： 159，385，400円 3連単： 225，938，400円 計： 788，172，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 220円 � 190円 � 460円 枠 連（1－3） 840円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 690円 �� 2，220円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 10，140円 3 連 単 ��� 54，340円

票 数

単勝票数 計 413560 的中 � 44128（4番人気）
複勝票数 計 633237 的中 � 78357（3番人気）� 101313（2番人気）� 29709（9番人気）
枠連票数 計 367641 的中 （1－3） 33839（2番人気）
馬連票数 計1398931 的中 �� 65486（4番人気）
馬単票数 計 611783 的中 �� 11612（13番人気）
ワイド票数 計 603333 的中 �� 23583（4番人気）�� 6776（29番人気）�� 8412（22番人気）
3連複票数 計1593854 的中 ��� 11778（35番人気）
3連単票数 計2259384 的中 ��� 3014（172番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．1―11．9―12．0―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―35．9―47．8―59．8―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 15，4（1，5，11）12（3，7，13）－（2，6，8）（9，10，14）－16 4 ・（15，4）（5，11）（1，12）（3，7，13）（2，6）（9，10，8）14－16

勝馬の
紹 介

�ア イ ラ イ ン �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 コマンダーインチーフ

2012．5．9生 牝3黒鹿 母 ローレルシャイン 母母 アラマサゴールド 3戦1勝 賞金 12，934，000円
地方デビュー 2014．6．26 門別

〔制裁〕 エクストラファイン号の騎手後藤浩輝は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03046 2月8日 雨 稍重 （27東京1）第4日 第10競走 ��
��2，400�

そうしゅん

早春ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

44 メイショウカドマツ 牡6栗 57 蛯名 正義松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 532－ 22：28．6 7．4�
56 ヴォルシェーブ 牡4栗 56 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494－ 42：29．34 3．1�
57 モ ビ ー ル 牡7鹿 57 C．デムーロ 吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 484＋ 82：29．51� 24．3�

（仏）

813 カ ム フ ィ ー 牡6黒鹿57 横山 典弘清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 480＋18 〃 アタマ 22．5�
33 マイネルアイザック 牡6黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B462－ 42：29．6クビ 43．5�
68 アドマイヤケルソ 牡7栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 484－ 62：29．7	 5．0	
710 マイネルジェイド 牡5鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 454－ 42：29．8� 44．4

711 ダノンシンフォニー 牡5鹿 57 福永 祐一�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464＋20 〃 ハナ 8．3�
22 ジャングルクルーズ 
6鹿 57 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506＋ 42：30．43� 3．8�
812� レオプログレス 牡10青 57 大野 拓弥�レオ 萱野 浩二 様似 清水 誠一 470± 02：32．4大差 200．0
69 ヴァーゲンザイル 
7黒鹿57 F．ベリー �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 452± 02：32．5クビ 15．1�

（愛）

11 スーサングレート 牡7栗 57 横山 和生林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 518＋122：32．71� 66．9�
45 ハ ー コ ッ ト 牡6鹿 57 田中 勝春 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B480＋ 62：33．01	 130．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，639，800円 複勝： 76，663，000円 枠連： 37，250，600円
馬連： 185，925，900円 馬単： 81，387，400円 ワイド： 69，113，200円
3連複： 199，832，000円 3連単： 324，724，900円 計： 1，030，536，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 250円 � 150円 � 480円 枠 連（4－5） 1，270円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，670円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 9，610円 3 連 単 ��� 45，700円

票 数

単勝票数 計 556398 的中 � 59883（4番人気）
複勝票数 計 766630 的中 � 72769（5番人気）� 182331（1番人気）� 31362（7番人気）
枠連票数 計 372506 的中 （4－5） 22623（6番人気）
馬連票数 計1859259 的中 �� 119861（3番人気）
馬単票数 計 813874 的中 �� 20928（11番人気）
ワイド票数 計 691132 的中 �� 34308（4番人気）�� 6326（30番人気）�� 13599（16番人気）
3連複票数 計1998320 的中 ��� 15595（32番人気）
3連単票数 計3247249 的中 ��� 5151（155番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．7―13．0―13．2―12．1―12．6―12．5―12．8―11．7―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．8―36．5―49．5―1：02．7―1：14．8―1：27．4―1：39．9―1：52．7―2：04．4―2：16．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F35．9
1
3
1，4，3－5，2－10（6，8）7，12－11，9，13
4－1－3－（5，2）10（6，8）7（13，12，11）9

2
4
1，4－3－5，2，10（6，8）（7，12）－11，9，13
4（3，1）（10，5，2）（6，8）（13，7）11（12，9）

勝馬の
紹 介

メイショウカドマツ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kris S. デビュー 2011．7．23 新潟12着

2009．4．25生 牡6栗 母 アルペンローズ 母母 Amizette 21戦5勝 賞金 114，298，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



03047 2月8日 曇 稍重 （27東京1）第4日 第11競走 ��
��1，600�第65回東 京 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過
額2，000万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

36 ヴァンセンヌ 牡6鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506－ 81：35．7 6．0�

713 アルフレード 牡6鹿 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 548－ 4 〃 クビ 36．9�
510 フ ル ー キ ー 牡5青鹿56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482± 01：35．8クビ 4．2�
24 シャイニープリンス 牡5青鹿56 後藤 浩輝小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 504＋ 61：35．9	 7．6�
23 リルダヴァル 牡8栗 56 F．ベリー �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510± 0 〃 クビ 22．9	

（愛）

612 エキストラエンド 牡6鹿 57 C．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 ハナ 4．3

（仏）

35 マイネルメリエンダ 牡4栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 484＋ 61：36．0	 10．0�

59 ダノンヨーヨー 牡9栗 57 三浦 皇成�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512－121：36．1クビ 127．4�
12 
 アンコイルド 牡6鹿 56 田辺 裕信�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 498－ 2 〃 クビ 54．5
816 タガノグランパ 牡4鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－101：36．2	 9．2�
714 サトノギャラント 牡6黒鹿56 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500－ 81：36．3クビ 8．3�
11 メイショウヤタロウ 牡7鹿 56 内田 博幸松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 492＋10 〃 クビ 51．4�
47 フェスティヴタロー 牡6栗 56 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 506－ 41：36．72	 80．8�
48 フレイムヘイロー �7栗 56 大野 拓弥�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 482－ 21：36．8	 72．2�
815 マイネルホウオウ 牡5栗 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 526＋381：37．01� 56．2�
611 ハ ノ ハ ノ 牡7鹿 56 蛯名 正義�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 472＋ 41：37．21	 162．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 188，292，100円 複勝： 266，954，100円 枠連： 164，631，900円 馬連： 803，183，200円 馬単： 348，179，900円
ワイド： 297，856，000円 3連複： 1，153，621，500円 3連単： 2，011，992，900円 5重勝： 702，888，300円 計： 5，937，599，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 240円 � 790円 � 180円 枠 連（3－7） 1，550円

馬 連 �� 14，690円 馬 単 �� 21，360円

ワ イ ド �� 4，170円 �� 680円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 19，820円 3 連 単 ��� 155，940円

5 重 勝
対象競走：京都10R／東京10R／小倉11R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 537，140円

票 数

単勝票数 計1882921 的中 � 247139（3番人気）
複勝票数 計2669541 的中 � 293982（3番人気）� 68688（10番人気）� 470395（1番人気）
枠連票数 計1646319 的中 （3－7） 82257（8番人気）
馬連票数 計8031832 的中 �� 42360（35番人気）
馬単票数 計3481799 的中 �� 12220（60番人気）
ワイド票数 計2978560 的中 �� 17763（41番人気）�� 119608（3番人気）�� 26671（30番人気）
3連複票数 計11536215 的中 ��� 43638（61番人気）
3連単票数 計20119929 的中 ��� 9354（427番人気）
5重勝票数 計7028883 的中 ����� 916

ハロンタイム 12．7―11．7―11．9―12．0―12．2―11．8―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．3―48．3―1：00．5―1：12．3―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．2
3 ・（2，8）5，1（3，11）（6，7，15）4，16（9，10，14）（12，13） 4 ・（2，8）（1，5）（3，11）（6，7，15）（4，16，14）（9，10，13）12

勝馬の
紹 介

ヴァンセンヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2012．4．15 阪神1着

2009．4．11生 牡6鹿 母 フラワーパーク 母母 ノーザンフラワー 11戦6勝 賞金 96，506，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ノーステア号・ヒラボクディープ号・ランリョウオー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

03048 2月8日 曇 稍重 （27東京1）第4日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

12 プラントハンター 牡5黒鹿57 C．デムーロ 吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 466－ 21：37．2 11．7�
（仏）

59 ムードティアラ 牝5鹿 55 伊藤 工真�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 480－ 21：37．41� 21．7�
816 ロ ジ テ ー ル 牡6鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 472－ 6 〃 アタマ 13．9�
36 サンライズウェイ 牡5栗 57 福永 祐一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：37．5クビ 4．6�
48 ラジオデイズ 牡4青鹿57 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 478＋ 21：37．6	 20．6�
815 クワイアーソウル 牡7黒鹿57 横山 典弘	ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 506＋14 〃 クビ 21．1

510 タニノタキシード 牡5黒鹿57 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 476± 01：37．81� 7．2�
611 アーマークラッド 牡5栗 57 蛯名 正義吉田 和子氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 0 〃 ハナ 2．9�
612 ニットウビクトリー 牡6鹿 57 石橋 脩�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 494＋161：37．9クビ 13．6
714 レッドジャクソン 牡6鹿 57 木幡 初広 	東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 558＋ 81：38．0
 243．1�
24 � エルフショット �5青鹿57 柴山 雄一 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 468－ 8 〃 クビ 14．3�
35 イッツガナハプン 牡6栗 57 柴田 大知サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 496＋ 2 〃 ハナ 110．9�
713 オメガスパーキング 牡6鹿 57 田辺 裕信原 子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B490＋ 21：38．1
 20．1�
47 タイセイローマン 牡6鹿 57 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 516＋121：38．2	 126．2�
23 リンガスアリュール 牝4栗 55 後藤 浩輝伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 520＋ 41：38．94 54．7�
11 サトノジョリー 牝6青鹿55 内田 博幸里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 466＋ 81：39．11	 33．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，299，900円 複勝： 120，125，700円 枠連： 71，864，200円
馬連： 257，340，200円 馬単： 113，927，800円 ワイド： 120，964，600円
3連複： 330，539，600円 3連単： 520，071，000円 計： 1，622，133，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 470円 � 470円 � 460円 枠 連（1－5） 2，480円

馬 連 �� 11，290円 馬 単 �� 21，900円

ワ イ ド �� 3，700円 �� 3，300円 �� 3，240円

3 連 複 ��� 49，410円 3 連 単 ��� 275，620円

票 数

単勝票数 計 872999 的中 � 59679（4番人気）
複勝票数 計1201257 的中 � 68044（7番人気）� 67109（8番人気）� 68314（6番人気）
枠連票数 計 718642 的中 （1－5） 22369（10番人気）
馬連票数 計2573402 的中 �� 17661（41番人気）
馬単票数 計1139278 的中 �� 3900（80番人気）
ワイド票数 計1209646 的中 �� 8410（47番人気）�� 9459（42番人気）�� 9655（41番人気）
3連複票数 計3305396 的中 ��� 5017（169番人気）
3連単票数 計5200710 的中 ��� 1368（924番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．9―12．8―12．5―12．0―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．1―48．9―1：01．4―1：13．4―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．8
3 4，2（6，10，16）8（3，11，15）9（1，7，12）（5，13）－14 4 4，2（6，10，16）8（3，9，11）15，7（1，12）（5，13）14

勝馬の
紹 介

プラントハンター �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．3．3 中山2着

2010．2．10生 牡5黒鹿 母 モスフロックス 母母 センボンザクラ 15戦4勝 賞金 48，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 キョウワリベラル号・ショウリノウタゲ号・メリーウィドウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（27東京1）第4日 2月8日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 187頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

243，620，000円
2，080，000円
8，880，000円
1，810，000円
22，330，000円
74，832，500円
5，134，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
605，555，300円
880，703，800円
491，023，200円
1，996，672，800円
930，673，300円
859，804，300円
2，560，221，000円
4，099，813，300円
702，888，300円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 13，127，355，300円

総入場人員 26，288名 （有料入場人員 25，127名）
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